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令和２年（行ウ）第１６８号 懲戒処分取消請求事件 

原 告  松 田 幹 雄 

被 告  大  阪  市 

 

第 ６ 準 備 書 面 

 

                   ２０２２年４月７日 

 

大阪地方裁判所 第５民事部 合議２Ｂ係 御中 

 

              原告訴訟代理人 

                  弁護士 冠   木   克   彦 

 

                  弁護士 谷       次   郎 

 

                  弁護士 櫻   井       聡 

代 

本書面では、被告の準備書面（４）に対する反論を行うとともに、小野雅章教授

の意見書（甲４６）を踏まえた主張、子どもの権利条約に関連する追加の主張・求

釈明を行う。 

 

第１ 被告準備書面（４）に対する反論 

 

１ 自由権規約２条に違反しないとの主張について 

被告は、自由権規約２条１項、３項（ｂ）について、「国内法の整備による具体

化の措置を執ることなく直接個人の国に対する権利を保障するものとして国内
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の裁判所において適用可能なものということはできない（乙２６（東京高判令和

２年１０月２３日）１８頁参照）」と主張する。 

しかし、この様な見解は、自由権規約の自動執行性を否定するものであり、条

約の性質を誤解しているものであり、現在の条約に関する国際法学において、自

由権規約の自動執行性を認める見解が定説となっている（甲４７・新・コンメン

タール憲法）。 

また、被告が引用する東京高判２０２０年１０月２３日は上告されており、上

告審である２０２１年６月２３日最高裁大法廷判決において、多数意見では自由

権規約について言及がなく、上記の東京高裁判決の見解は維持されていない。 

むしろ、三浦守裁判官の意見においては、夫婦の同姓を強制する利益として嫡

出子がいずれの親とも同じくする利益があげられるが、児童の権利に関する条約

（平成６年条約第２号）を考慮して、そのような利益は規定されておらず、上記

の利益を考慮することで嫡出子と嫡出ではない子の差別を助長するとしている。

そして、女子差別撤廃条約の規定及び女子差別撤廃委員会が日本国に行った女性

が婚姻 前の姓を使用し続けられるように法律の規定を改正することを求める

勧告を考慮した上で、憲法２４条に反するとしている。 

また、裁判官宮崎裕子及び裁判官宇賀克也の反対意見において、以下の通り国

際人権について詳細に触れられている。 

記 

「我が国においては，憲法９８条２項により，条約は公布とともに国内的効力

を有すると解されており，条約が締約国に対して法的拘束力がある文言で締約

国の義務を定めている場合には，かかる義務には，国家機関たる行政府，立法

府及び司法府を拘束する効力があると解される。」したがって，立法府は，女子

差別撤廃条約についても，法的拘束力がある文言で規定されている限り， 同条

約が定める義務に違反する法律を改廃し，義務に反する新規立法を回避し，も

って同条約を誠実に遵守する義務がある。」 
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「これらの条項は，我が国の国民に対して直接何らかの権利を付与するもので

はないので，国民に対する直接適用可能性はないと解されるが，そのことは，

これらの条項が国内的効力を有することを否定する理由にはならない。今日の

国際法学においては，直接適用可能性は国内的効力の前提ではなく，逆に，国

内的効力が直接適用可能性の前提と一般に解されているからである。」 

以上 

以上の見解は、現在の国際法学において定説となっており、被告が引用する東

京高裁判決（乙２６）は、確定した判示ではないことから、当該東京高裁判決を

前提とした被告の主張は根拠を欠くものである。 

２ 自由権規約１８条に違反しないとの主張について 

被告は、東京地判２０１７年９月１５日判時２３８５号１２頁（乙２７）を引

用した上で、憲法１９条及び憲法２０条に反しないと説示したことと同じ判断で

自由権規約１８条１項及び同条２項にも反しないとする主張を行っている。 

しかし、原告第５準備書面第４、２（２）で述べたとおり、被告の主張は、憲

法１９条及び憲法２０条と自由権規約１８条は、条項の文言だけでも大きく相違

しており、両者の保障内容が異なっていることを看過している。 

さらに、憲法１９条及び憲法２０条は定義があいまいな公共の福祉又は制約の

根拠が明らかではない事由によって人権の制約を受けていることがあるが、自由

権規約１８条は第３項において、公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道

徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要な範囲において、法

律で定めることによって人権制限が許容されると規定しており、自由権規約委員

会は当該基準に沿って厳格に審査を行っていることも看過している。 

そうすると、自由権規約１８条の審査方法は、日本の裁判所の合憲性判断の基

準と比して、全く異なっており、上記判決のような結論を導くことができないこ

とは明白であるにもかかわらず、前提事実を看過したもの又は条約の解釈を誤解

した被告の主張は失当である。 
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３ 自由権規約１９条に違反しないとの主張について 

被告は、大阪地判２０１８年３月２６日（乙２８）を引用して、本件処分が思

想良心の自由等を含む原告の憲法上の自由を何ら侵害するものでは無いことは、

被告が既に主張したとおり、自由権規約１９条１項及び同条２項に反するもので

はないと主張する。 

しかし、上記２で主張したとおり、憲法上の文言と自由権規約の文言は大きく

異なっており、また人権制約に関する審査方法も大きく異なっているため、被告

の主張は前提事実を看過したもの又は条約の解釈を誤解した被告の主張は失当

である。 

また、被告の引用する判決は表現の自由を規定した自由権規約１９条について、

思想及び良心の自由あるいは信教の自由を侵害するものではないと判示してお

り、そもそも、自由権規約の条項すら誤ったまま判断を行った判決であるため、

何ら根拠とはならない。 

４ 本件処分が自由権規約委員会からの勧告にも、ＩＬＯ・ユネスコ勧告にも違反

しないとの主張について 

（１）被告の主張について 

被告は①大阪地判２０１８年３月２６日（乙２８）を引用して、「本件職務

命令が、自由権規約委員会第６回総括所見で示された勧告及びユネスコ「教

員の地位に関する勧告」に違反していることをもって、本件職務命令の有効

性及び適法性に影響を与えるものとは解しがたい、②東京地判２０１７年９

月１５日判時２３８５号１２頁（乙２７）を引用して、本件職務命令が「宗

教又は信念を表明する自由」等をそもそもにおいて制約するものではないか、

少なくとも不当ないし不合理に制約するものとはいえない」と主張する。 

しかし、以下の通り、上記被告の主張はいずれも前提事実を誤解したもの

であるから失当である。 

（２）被告の主張①について 



5 

 

被告が引用する大阪地判２０１８年３月２６日（乙２８）は、「原告らは、

本件各職務命令が、自由権規約委員会第６回総括所見で示された勧告及びユ

ネスコ「教員の地位に関する勧告」に反する旨主張するが、そもそもこれら

の勧告に違反していることをもって、本件各職務命令の有効性及び適法性に

影響を与えるものであるとは解し難い。」と判示しているのみで、理由は一切

付されていない。 

被告がどのような法解釈によって上記①の主張を行っているが一切不明

であり、また被告が引用する判決にも一切根拠が明示されていないことから、

被告の主張①は前提事実を誤解した主張で失当である。 

（３）被告の主張②について 

被告が引用する東京地判２０１７年９月１５日（乙２７）は、「卒業式 等

が、原告らの宗教又は信念を表明する場ではなく、原告らの起立斉唱をしな

いという宗教又は信念の表明の自由ないし表現の自由が無制約に認められ

る場面ではないことは明らか」としている。 

しかし、以下の通り２０１９年ＣＥＡＲＴ（ＩＬＯ・ユネスコ教職員勧告

適用合同専門家委員会）勧告パラグラフ１０３及び同１０５で、起立斉唱行

為の意味を、個人の価値観に関わる問題であるとはっきり認定している。 

記 

「１０３．斉唱と起立という具体的な行為は、同様のニュアンスを持つ問

題である。ある歌の斉唱、あるいは儀式における起立は非常に個人的な行

為である；それは旗や歌に込められた思想や政治理念の受容を意味するこ

とがある。そのような行為が規則によって義務付けられた場合にそれを拒

否することは混乱を生じさせない不服従と見なされ得るが、その行為を強

制する規則は個人の価値観及び意見の侵害と見なすことが出来る。」（東京・

教育の自由裁判をすすめる会国際人権プロジェクトチーム訳） 

「１０５．このような観点から、合同委員会は、起立斉唱の静かな拒否は、
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たとえ職場におけるものであっても、市民権の個人的領域を守るための

個々の教師の権利に属すると考える。（以下略）」 

以上 

そして、自由権規約委員会からは第７回日本政府報告審査にあたり、Ｌｉ

ｓｔ ｏｆ Ｉｓｓｕｅｓ（２０１７年）パラ２６で、「１０・２３通達」を

名指しで、自由権規約との適合性を日本政府に質問してきており、このこと

から明らかなように、第６回総括所見のパラ２２は、本件（起立斉唱命令が

出ている東京でも大阪でも）を射程に入れていたことは明白になっている。 

以上のことからすると、２０１９年ＣＥＡＲＴの勧告は、卒業式等におけ

る起立斉唱しないという行為を宗教又は信念を表明する場であることを前

提にしている。 

しかしながら、上記東京地判２０１７年９月１５日（乙２７）は「卒業式

等が、原告らの宗教又は信念を表明する場ではなく」と判断しており、そも

そも、判断の前提事実が異なっていることから、被告がいかに上記東京地判

２０１７年９月１５日（乙２７）のような裁判例を引用したとしても、本件

職務命令を正当化する根拠には一切ならない。 

 

第２ 小野雅章教授の意見書（甲４６）を踏まえた主張 

１ 「追加請求原因」の趣旨と理由 

（１）被告は、原告の第２準備書面における追加請求原因について、従来と同じ

ことを述べていると認否しているが、この追加請求原因は、主として、教育

に関わる点を問題にしている。事実行為としては、「起立斉唱」にいたる学校

教育、及び、原告の対応が対象になるから、当然内容的に重なる部分はある

が、重点は、「儀式性における教化主義」を問題としている。 

（２）原告の第２準備書面において全体的主張は展開しているが、今回小野雅章

教授の意見書（甲４６）を得て、同意見書に沿った現在の儀式と過去の儀式
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の酷似性を論じ、その形式における酷似性は、その儀式で戦前も現在も歌わ

れている「君が代」が、その歴史的社会的性格の教育なしに押し付けられ、

一定の思想・理念の頭からの押しつけ（教化）となっていることから、教育

原理に反するとともに、生徒教職員を含めて、思想良心の自由に対する侵害

となっていることを述べる。 

２ 戦前の「三大節学校儀式」から「天皇に忠誠を誓う学校儀式」への転換 

（１）森有礼の学校観の変化と学校儀式 

１８７２年の学制発布の時期は、人材養成のための個人の能力を基本にし

た競争の場として学校は考えられ設置された。 

１８８１年の政変を経て、明治政府はプロイセンドイツに範を求め、教育

も「臣民」養成機能を担うこととなり、初代文部大臣森有礼は、人々に国家

の存在を意識させる手段として、国家元首たる天皇の存在に着目し、天皇制

と教育との間に密接な関係を構築しようとした。特に重視されたのは、祝日

学校儀式であった。しかし、この方針は森の死亡により変化した。 

（３）教育勅語の発布による天皇制の神化 

１８９０年教育勅語の発布は、日本の教育理念を、「良心」とか「神」に求

めるのではなく、神話に基づく政治支配の頂点に位置づく天皇・天皇制に求

めており、天皇・天皇制への無批判での奉仕のためのものと位置づけられて

いた。 

（３）教育勅語発布と学校儀式 

１８９１年６月「小学校祝日大祭日儀式規程」が制定され、小学校儀式は、

御真影「拝礼」、教育勅語「奉読」に式歌斉唱を中心に定められ、学校儀式の

原型が成立した。これは、天皇崇拝のための儀式に統一されたことに大きな

意味がある。これにより学校儀式は天皇・天皇制の教化のための重要な「装

置」になった。 

（４）祝祭日学校儀式の定型化 
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１９００年８月２１日「小学校令施行規則」第２８条で定められ、戦前の

祝祭日学校儀式の基本原則でありつづけた。 

第２８条は以下のとおりである。 

「第二十八条 紀元節、天長節及一月一日ニ於テハ職員及児童、学校ニ参

集シテ左ノ式ヲ行フベシ 

一 職員及兒童「君力代」ヲ合唱ス 

ニ 職員及兒童ハ 

  天皇陛下 

  皇后陛下ノ御影ニ對シ奉リ最敬禮ヲ行フ 

三 學校長ハ教育ニ關スル勅語ヲ奉讀ス 

四 學校長ハ教育ニ關スル勅語ニ基キ聖旨ノ在ル所ヲ誨告ス 

五 職員及兒童ハ其ノ祝日ニ相當スル唱歌ヲ合唱ス 

       〔以下略〕                      」 

（５）教育勅語発布以降の学校儀式全般の定式化―天皇制教化のための学校儀式

の成立 

１９００年の小学校令施行規則第２８条で三大節学校儀式の在り方が確

定し、１９００年代から１０年代を通じて、三大節学校儀式以外の卒業証書

授与式や入学式など学校儀式も三大節学校儀式に準ずるものへと変容した。

このように教育勅語発布以降、学校儀式のすべてが三大節学校儀式に準じた

ものになった。このことは、学校儀式全体が、国体主義にもとづく天皇・天

皇制教化、あるいは賛美のための儀式へと転化し、学校儀式を通じて天皇の

神聖と絶対性を強調し、「忠良」な「臣民」育成の場になったことを意味して

いる。 

 （６）定型化された学校儀式の意味するもの 

小野教授の意見書は 

「１８９０年１０月、教育勅語、及び第二次小学校令の発布は、戦前の義
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務教育のあり方を確定した。第二次小学校令にもとづく『小学校教則大綱』

（１８９１年１１月１７日）は『徳性ノ涵養ハ教育上最モ意ヲ用フヘキナ

リ故ニ何レノ教科目ニ於テモ道徳教育国民教育ニ関連スル事項ハ殊ニ留意

シテ教授センコトヲ要ス』（第一条）と規定した。学校教育は『徳性ノ涵養」

を何より重視した。」（意見書１０頁） 

という事実を確認したうえで、このことは何を意味するかについて、 

「こうした構造について、天野正輝は、『教授の対概念としての『訓育』

が、天皇制国家に対する忠誠心の育成を主要な目的とするようになり、

一定の行動形式を器械的に反復練習することによって、統制された人格

の形成を図ることが強く求められる』（前掲「明治期における徳育重視策

の下での評価の特徴」）と指摘するが、その典型がまさしく、定型化され

た学校儀式であった。教育勅語の趣旨徹底策の一つとして、式日におけ

る『奉読』が求められ、その後、１８９１年６月に『小学校祝日大祭日

儀式規程』により、国家の祝日だけではなく神道の祭日までも学校儀式

を挙行する式日とし、その内容まで詳細に定めた。さらに、式日の整理、

勅語『奉読』方法の定型化、儀式用唱歌の指定など儀式内容の定式化を

徹底し、『一定の行動様式を器械的に反復練習すること』を容易にする体

制を整えた。その帰結が、１９００年８月の小学校令施行規則第２８条

による三大節学校儀式の定型化であった。『君が代』斉唱、御真影への『拝

礼』、教育勅語『奉読』、校長訓話、式歌斉唱という学校儀式の基本がこ

こに完成した。」（意見書１５頁） 

と述べる。 

そして、戦前の学校儀式の本質的特徴を以下のとおりに総括している。 

「教育勅語発布以降に顕著になるこの国の学校観の変化にもあった。学

校は『臣民』養成の『装置』に変容した。『君が代』・『日の丸』を強制す

る学校儀式は、国体主義にもとづく近代天皇制イデオロギーを子ども達
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に徹底的に浸透させ、『臣民』として同質化するための重要な『装置』に

なった。学校は、個人の学習や発達を保障する場ではなく、国体主義に

もとづく天皇・天皇制に無批判に『奉仕』する『臣民』を要請する『場』

であり、学校儀式そのものが天皇・天皇制に無条件に奉仕するための忠

誠心と『臣民』としての統一意識を涵養するための『装置』になった。」

（同１６頁）。 

戦前の学校儀式の本質規定として、この総括は重要な結論である。 

３ 本件卒・入学式儀式の定型化の意味するもの 

（１）機械的に設定管理し、行動をさせる様式 

ア 前記、戦前における学校儀式の定型化は、「君が代」斉唱、御真影への

「拝礼」、教育勅語「奉読」、校長訓話、式歌斉唱を基本として完成され

た。 

戦後、卒・入学式をめぐる儀式の形態は、一時フロアー方式とか、対

面方式とかいわゆる生徒の自主的な企画をとり入れた形でなされた時期

もあったが、今日では、大阪市の場合、「学習指導要領及び、国旗国歌市

条例」に基づいて、定型化が強制されている。 

イ 甲第６号証の教育長通知は、卒・入学式の儀式は、「ピアノまたは吹奏

楽による伴奏で君が代斉唱」「壇上正面に国旗の掲揚」「教職員は起立斉

唱」が定められ、この方式は毎年同様に要求され強制されている。 

ウ これら儀式の前に、国旗「日の丸」や国歌「君が代」について、その

意義や内容、歴史的経過、第二次大戦における中国、朝鮮半島への侵略

と同国民の感情等、好むと好まざるにかかわらず、「日の丸」「君が代」

については、他国との関係を重視、尊重するためにも、説明し学習をし

たうえで、式典に臨むという学校指導方針を採用していない。 

エ したがって、式典・儀式はただ器械的に、国旗掲揚、国歌斉唱、校長

訓話、卒業式では卒業証書授与が淡々と進められるだけであり、ただ、
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厳粛さを要求される中で進められる。 

このやり方は、前記戦前における学校儀式のやり方を踏襲している。

戦前の御真影がなくなり壇上の国旗掲揚にかわり、教育勅語奉読がなく

なり校長訓話にかわっただけで、一糸乱れない形で起立斉唱と上意下達

的になされる訓話と厳粛さの保持という定型式は戦前のやり方と同様で

ある。 

（２）批判のできない従順な人格の形成をねらっている。 

ア 原告は、式典の前に、「日の丸」「君が代」についての説明や学習をし

ないで、ただ、儀式の進行にしたがわせるやり方について、「調教教育」

として批判し、本件訴訟においても同主張をしている。 

イ しかし、被告市教委は、そもそも「日の丸」「君が代」について、説明

したり、学習したりする必要を認めていない。 

むしろ、「説明せず」「学習せず」に、ただ、命じられるままに式典の

進行に従うべきことを要求している。 

被告の本件式典の儀式の進行方法は、明らかに文句を言わぬ、命令に

従う、無批判的精神をもった生徒の人格形成を目指すものといわざるを

えない。 

（３）天皇制思想の教化浸透をねらうもの 

ア 原告が調教教育と特徴づけた卒・入学式における儀式方式は、説明・

学習抜きに「日の丸の掲揚」と「君が代の斉唱」がなされていく。 

戦前の修身の教科書（甲４８）においては、「日の丸」は、「日本の国

のおめでたい日や、記念の日には、日の丸の旗をたてて、心からおいは

ひをいたします。敵軍を追ひはらって、せんりょうしたところに、真っ

先に高く立てるのは、やはり日の丸の旗です」（４０４頁）と説明し、「君

が代」については、「『天皇陛下のお治めになる御代は、千年も萬年も続

いて、おさかえになりますやうに』といふ意味で、国民が、心からおい
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はひ申しあげる歌であります。」と説明している。 

イ 今これらの説明をすることはない。しかし、「君が代」については、そ

の歌詞からも自然と解釈できる内容を修身の教科書は述べており、わざ

わざその説明を聞かなくても「意味」はわかるものである。 

ウ したがって、くりかえし定型的儀式を経験すれば自然と天皇を崇拝す

る気分がおこるというのも自然な形である。小学校でいえば、少なくと

も６回、中学校では少なくとも３回、同じ定型的儀式を経験させられる

が、これら式の効果は生徒の中に天皇崇拝の気持ちをおこさせるという

教化現象が生じると考えられる。 

（４）結論 

以上みたように、現行の卒・入学式における式典儀式のやり方は、定型化

されており、その式典の主役とでもいうべき内容は、壇上中央に掲揚された

「日の丸」と、起立して斉唱される「君が代」であるといわざるをえない。

このような儀式のくり返しは、生徒の精神への作用として、天皇制への従順

な気持ちの醸成と無批判の習性をうえつけるやり方であって、天皇制と国家

に対して無批判に奉仕する精神を生み出すことをねらっており、憲法に基づ

く主権者にふさわしい国民を育てるという教育の根本方針に反するやり方

であって、違法というべきである。 

 

第３ 子どもの権利条約に関連する追加の主張・求釈明 

 

１ 原告は、準備書面（５）第５・５（４）イ（２３頁）で、子どもの権利条約１

３条との関係で、本件においては児童生徒が「君が代」起立斉唱についての「あ

らゆる種類の情報及び考え」を要求・受領する権利が侵害されていることを指摘

した。 

２ このこととの関係で、原告が主張する、原告の不起立を生徒が目撃することが
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「生徒の教育にとってむしろ有意義であるとさえ言える。」という点について敷

衍する。 

（１）不起立行為を生徒が目撃することは、「君が代」に対して反対する者もいる

という「情報や考え」を生徒に知らしめることになる。このような多様な情

報や考えを示すことが、「君が代」起立斉唱に関連して、子どもの権利条約１

３条のいう「あらゆる種類の情報及び考え」を伝えることになる。 

（２）しかるに、大阪市立学校の卒業式や入学式における「日の丸・君が代」の

取り扱いは、「君が代」に対して反対する者もいるという「情報や考え」を隠

した上で、子どもたちに「君が代」を刷り込む場になっており、子どもの権

利条約１３条に反するものになっている。 

３ 求釈明 

被告答弁書８頁・第３・１（１１）、２（１）で、山本校長は原告の席の配置を

変え、「保護者席から目立たないようにした」「来賓席から目立たないように工夫

した」旨を主張しているが、このように原告の席の配置を変えて目立たないよう

にした理由は何か、を明らかにされたい。 

以上 


